
「石州高島」（進行中）

未知なる体験

周りからのご支援、アドバイス

人との出会い

筆が止まる。 迷い。 たじろぎ。

理系の仕事と物書きの類似点 高瀬清流



日本遺産

中世日本の傑作 益田を味わう ー地方の時代に輝き再びー

海に国境のない時代―中世。山陰地方の西端のまち益田は、その地理
と地域資源を活かして、大きな輝きを放っていました。人々は、中
国や朝鮮半島に近い地理と、中国山地がもたらす材木や鉱物などの
地域資源を活かして、日本海交易を進めました。領主益田氏は、自
らも交易に積極的に関与し、優れた政治手腕を発揮して平和を実現
しました。経済的繁栄と政治的安定のもと、東アジアの影響も受け、
どこにもない文化が花開きました。現在の益田にはその歴史を物語
る、港、城、館の遺跡と景観、寺院や神社、町並み、庭園、絵画、
仏像などの一級品がまとまって残っています。このように、時代と
地域の特性を活かして輝いた益田は、中世日本の傑作と言え、全国
でも希有な中世日本を味わうことのできるまちです。

我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定。



小説を書こうとしたきっかけ

中国地方の戦国期

概略のストーリー 書きなぐり

AYSAメンバーに読んで頂きご指導を受けた

対象の読者、 何のために書くか

対象読者エリアで新たな人との出会い

迷い・たじろぎ・これからが推敲本番

（今後の計画）



2017年7月

新南陽ふれあいセンターでの講演会

「陶氏と益田氏（西国を動かした同盟関係）」

講師： 益田市歴史文化研究センター のN氏

後日メールでの質問に対し

「『軍記物』の記述か、書いた人のイメージでは、中世の時代を正し
く理解していない。益田氏については『益田家文書』をはじめとす
る史料が沢山有るので、それによって裏付けられていないものは、
歴史事実として語るべきではない」 と教えを受けた。



『益田家文書』の言葉すら知らずに故郷を離れた

郷里の歴史を知りたい： 単純な好奇心

興味対象は益田藤兼（19代）と元祥（20代）

⇒調べた事を Excelで年表に。取り巻く相手側の情報も年表に反映

⇒断片的に Word で書く。 人間関係、相関関係を詰める。

⇒実在した生身の人間の夢も、苦悩や喜び、悲しみや矛盾や後悔、そ
れに至る過程の心の葛藤や安らぎも史料の向こう側にはあったはず。

⇒父は己の生き様を子に見せ、子は父を最大の手本として家名を繋ぐ。

そんな家族の情愛を書いて見たい。



反発（動機の一つ：不純かも）

各自治体の文化財課、学芸員の使命：調査、真実の探求、

事実を探り、後世に残す

古文書を読める能力には脱帽。

地域、氏族、時代毎に歴史専門家がおられ、他者の専門分野
を尊重しながら隣の垣根に入らぬように生きておられる。

アマチュア（一般市民）には教師の立場、上から目線で教え
る姿勢。

私は、それら歴史研究者の「村社会的感覚」に反発を感じた。

私は家族の情愛にまで触れる物語を書いて見たい。



史実 ⇔ 創作

ストーリー









◎ 「物書き」も、他人の真似はとても出来ない。

そこで、こまい頃見た芝居小屋の芝居をヒントに書く

歴史物語を主人公が一人称で語り演じる

方言多用

当人の演じの合間に、「黒衣」が補足すれば舞台の
主人公がより自由に、生き生きと動ける

AYSA会員他の知恵を頂く

萩、須佐、益田の観光課、学芸員関係者の応援
並びに益田家の了解を頂く



語り・演じ 黒衣語り

本小説は「主人公の語り部」と「黒衣による説
明」から成り立っています。

主人公 は方言丸出しの田舎者です。 ただ
一人称の小説では常に“私”の行動なり見た
ものしか書けません。

それを黒衣が客観的に、標準語で、人物の敬称
なしに背景等を 補足するという構成です。









東京大学資料編纂所に「益田家文書」が所蔵されている。

鎌倉時代からの16,000点もの厖大な史料

近年、西田友広氏が検討を加えた。

益田氏は御神本氏一族の惣領で、三隅・福屋・周布氏などを
分出している。

相続時に作られた譲状・置文や、他氏との盟約に際して交わされ
た契約状などが多く、それらがしばしば神仏に誓約する形式で書か
れている。



戦国期末期
の大きな戦

い

154３年： 第一次月山富田城の戦い：

大内氏が尼子氏を攻める（大内側敗戦）

1551年： 大寧寺の変： 陶晴賢が西国随
一の戦国大名と称されていた大内義隆を攻め

1582年：本能寺の変⇒ 豊臣秀吉天下平定

1600年： 関ヶ原の戦い

 毛利輝元は西軍の総大将として大坂城。
広家内通。敗戦後輝元は改易されかけた。広
家が家康に働きかけ、毛利家は減封処分に。
安芸120万5000石 ⇒ 周防・長門36万9000
石へ

1615年： 大阪夏の陣



（隆房の傀儡）
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解釈が従来の
通説と異なる点

も多い

19代益田藤兼は17代・益田宗兼から父親18代・
尹兼を飛ばして家督を相続したのではないかと
一部言われていたが、その理由を創作した。

益田藤兼と吉川元春との和談における児玉就秋
の役割を創作。

益田元祥が亡くなってから、孫の元堯の代に、
元祥にさかのぼて、永代家老家と称する事を認
められたと主張。

藤兼が元春の使者に七尾城普請を見せたとか元
祥の婚儀の席の「艪漕ぎ踊り」などは全くの創
作



益田藤兼-1
（石見の国人
領主益田氏第
19代当主）

平安時代末期から続く石見の領主。

津和野三本松城吉見正頼と抗争関係

陶氏とは姻戚関係もあって、親しくつきあっ
ていた。

大寧寺の変で陶晴賢に協力（晴賢の祖母は益
田氏）

吉見領に侵攻。吉見正頼（室は大内義興娘､義
隆の姉婿）率いる吉見勢も頑強な抵抗を見せ
る。

厳島の戦いで陶晴賢敗れる

毛利が益田領を取り囲む。

吉川吉春と和睦

永禄11年（1568）1月 元就の居城

吉田郡山城訪問



元就は「義隆を殺した大罪人」との理由を付け

益田藤兼が長年、吉見正頼と対立したことを勘案し、

藤兼の処刑を考えていた。

悩んだ末、本願地（氏族集団の発祥の地）を安堵され、
吉川元春と和睦。以後は毛利氏の家臣となった。

吉川家と行動を共にすることが多くなった。

藤兼の嫡男元祥と吉川元春の娘の婚儀なる。
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長州の危機：六か国返租問題

毛利氏は関ケ原の敗戦により8か国から防長2国に減封される

新領主から徴収済みの貢租（こうそ）返還を迫られる。総額15､6万石。

やっていけず禄を捨てて出奔、召放たれ（解雇）、新領国へ行くのを
諦め帰農、返租米調達の為、給領地を売った者もいた。

ついに毛利輝元はパニック状態となり、「領有してもやってゆけない
から、２か国を幕府へ返上する」とまで言い出した

重役が鳩首会議（３日間）： 案無し。

最後に益田元祥は案を出す。 提案の趣旨は、引き続き毛利家の領国
となった防長2国についても旧領主がそれぞれ主君輝元へ返租し、そ
れを他の６か国返租にあてるというものだった。 ６か国返租の重荷
をその地の旧領主たちだけに負わせず、皆で分かち合うというのだ。



毛利三代実録

「今年秩禄を群臣に賜う。 旧秩を五分にし、
その一分を以て定額とす」： 広俊又は元祥起
案？

家臣は家禄・給料をわずか５分の１に減らされたのである。

痛みと無念はそれぞれの家で語り継がれていく。

 ⇒ 大リストラの予告



築城総宰
益田元祥および熊谷元直 の時、事件発生

五郎太石（ごろたいし）事件

萩城二の丸東門の普請に必要な五郎太石（石垣の裏や隙
間を埋める小石や砂利）が天野元信（元直の娘婿）の者
が運び入れていた石が盗まれたことを発端として、毛利
家重臣の熊谷元直らが処罰された事件である。 （処
刑は輝元からの棄教の命を拒絶し、毛利領のキリスト教
信者の庇護者となったからだと言われている。）



防長移封後、益田元祥 福原広俊（13代当主）
生き延びさせる

藩政改革

財政問題 山代慶長一揆が発生 農民の逃亡

検地 農民保護

家臣団の融和

毛利一門の結束（宗家は岩国藩を認めず）



1620年 孫の益田元堯（もとたか）に家督を譲って隠居。

1623年： 財政困窮し輝元から藩政を委託される。元職（65歳）

副役：清水景治 財政再建に取り組む

 1625年： 検地を再実施： 数度の検地で収入は変わったが家臣の地行
高は変更されないため、差額分は直轄領として組み込む。

貢租を紙に変更して紙を徴収する請紙制を実施した。紙は大坂で売却

農民保護と田畑復興政策も実行、借金の利息を減らし、新田開発にも取り組み

家臣団の大幅な所領改替も行われ、検地で石高の上がった土地を藩主家の直轄
領とし、藩主権の伸長にも繋がった。（国衆の力に制限を）



益田元祥：
財政基盤を固

める

寛永9年（1632年）に長州藩の負
債を返却、余剰金及び米の備蓄
も可能になり、長州藩の江戸時
代における財政基盤を固める
ことに成功した。

同年に藩政から引退。（74歳）

37万石の長州藩の知行を実高54
万石にまで上昇させた功労者

寛永17年（1640年）9月22日に
死去。 享年83歳



防長三白
藩外に出荷して収入源にできる特産物

 米： 厳しい見地による石高向上

開作； 干拓によって耕地を造成する事を開作と呼ぶ

 紙： 長州藩は後に全国の製生産高の30％を占め、全国一の製紙国
として藩財政に大きく寄与したとされる。 石州和紙（ユネスコ
の無形文化遺産登録）の技術を導入か？

塩： 入浜式塩田 開作と並行して塩作りを行い藩の専売事業とし、
長州藩の貴重な財源であった。

このような三白（或は櫨蝋を含む四白）政策を含む努力の結
果、幕末の長州藩は約100万石の内高になっていたとされる。



まず三人の方に
ついで西部部会全員に公開

修正すべき点、多くのヒントを頂
いた



◎ AYSAの皆様から教えを頂いた

スタイルの統一

書く目的は何か

対象とする読者は（ローカル過ぎるのでは）/ 地元プロモーション

「主人公の語り」と「黒衣語り」の区分とバランス

「話ことば」と「書き言葉」の区別。芝居小屋の雰囲気統一

方言の扱い（注釈を付ける。 ⇒ 薄字で）

「直接話法」でストーリーを進める。会話文を増やす

人が読む本：史実以上の面白さ、為になる、感動・感激のある事

酒造りに喩え 精米度（推敲）を上げていくべき



益田「雪舟の郷記念館」五十嵐館長、水野学芸員

益田市観光交流課 岡崎課長、山崎主任主事

益田市教育委員会 山本課長、 （中司学芸員）

写真家： 吉﨑佳慶さま

わざわざ写真撮影に出かけて頂いた（高島等）



須佐公民館 吉田 満 館長

益田氏本家との繋がりが強く、任されている方

須佐歴史民俗資料館 「みこと館」 本尾様



藤道 萩市長

萩観光政策部 香川部長 服部観光課長

萩博物館 道迫（ドウサコ）総括学芸員

平岡学芸員

萩城の古写真の使用を許可された



未体験の事を行う楽しさ

史料調査、ネットによる調査、ストーリーの構想作りは面白い。

主人公に成り切り、石見弁を使って書くので、書き進めやすい。

夫婦で方言の確認： 「〇〇〇という言い方あったかなー」

たまの帰省の時、色々な現地調査・確認で、忙しく、より充実。

試読して貰うので、AYSAの皆様や他の友人との交流が深まる。

益田、須佐、萩の方々のご厚意（と期待）を受ける。

執筆中の迷いもまた楽しい。



△ 執筆中断 迷い

殿様、重臣同士、家族、どのように呼び合っていたのか。
立場と時期。

氏 姓（かばね） 名字 幼名、諱（いみな）

仮名（通称名： 受領名、百官名など）、官職、法号

幼名、若殿、殿、御屋形様、大殿、死後の戒名

重複した記述の整理・簡潔に

語り・演じる順番 同時並行で進むイベントをどのように纏めて
見せるか

西暦重視か、和暦重視か？

表現方法の細部
助動詞を変えるだけで、インパクトが全く変わる 等々



創作活動で感じた
理系と創作活動との類似性 (1)

創作：文筆活動は予想外にパソコンとの親和性が良い。

主要登場人物の年代比較表（Excel）

人物相関図、ストーリーを練る

文章を書く、手直し、絞り込み、推敲が容易

理系の仕事

分析センター時代、作り込んだ「グループウェア」で仕事を

し、グループで記録、管理、議論していた。

その時、パソコンの有用性を認識。



創作活動で感じた
理系と創作活動との類似性 (2)

創造 ⇔ 想像

Creation     Imagination
Speculation 憶測



七尾城や指月山を知る地域の主要な方に、既に創作予告を済ませた。

関心を持たれ、人によっては応援して貰えそうとの確かな感触を頂いた。

今持つ懸念材料を克服して、完成度を高めたい。

（その為の時間はある）

出版： 電子出版も選択肢の一つ

私の目的は『郷里の英傑、益田氏を広く世間の人に知って欲しい。

これをきっかけに、益田、須佐、萩に来られる人を増やしたい』

 参考： 石見空港：運営者は島根県 愛称； 萩・石見空港

年間利用客： わずか 120千人 （2014年度）

来訪者を増やし、故郷の活性化の一助になる作品にしたい
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